
　令和4年度全国学力・学習状況調査が4月に実施さ
れ、全公立小学校の6年生907人、中学校の3年生899
人が調査に参加しました。
　このたび、調査の結果がまとまりましたので、そ
の概要をお知らせします。調査結果の詳細は、市ホ
ームページに掲載しています。
　教育委員会では、分析した調査結果を学校での「授
業改善の工夫」および児童・生徒の「学習意欲と学力
の向上・基本的生活習慣の定着」に役立てるとともに
市の教育施策に反映させていきます。
　なお、本調査で測れるのは児童・生徒の学力の一側
面です。

全国学力・学習状況調査

大東市の概要

学力調査結果
学力調査の平均正答率 （単位：％）

教科 大東市 全国

小学校
国語 61 65.6
算数 61 63.2
理科 58 63.3

中学校
国語 67 69.0
数学 48 51.4
理科 45 49.3

小学校
　国語では、言語活動の充実を意識し続けた成果も
あり、「話すこと・聞くこと」の領域は、全国平均に大
きく近づきました。一方で、記述式の問題には課題
があり、与えられた条件などに基づいて自分の考え
を書くなどの練習を意識的に行うことが大切です。

中学校
　数学では、改善がみられる領域が多く、中でも「数
と式」の領域では、これまで課題であった無解答率に
ついても、改善傾向がみられます。引き続き、「学び
合う」授業づくりをすすめながら、他者と協同して解
を見つけ出す経験を積み重ねる機会づくりに取り組
みます。

  学習状況調査結果 「はい」の割合（単位：％）

授業の様子小学校

●授業では、課題を自分で考えて取り組んだ

●学習した内容を見直し、次の学習につなげた

●自分の考えを伝えるために工夫して発表した

大東市 78.1

全　国 78.2

大東市 77.4

全　国 77.3

大東市 62.6

全　国 65.4

　日常生活では、「早寝・早起き・朝ごはん」を推進し、健康
で学習に良い生活習慣をつけることにも取り組んでおり、
それらの結果が確実に表れていることが確認できます。
　今後も、「主体的・対話的で深い学び」の実現
をめざし、「学び合う」学校園づくりに基づい
た授業改善に取り組んでいきます。
　調査結果の詳細はホームページをご覧ください

▲ 問教育研究所☎870・9107

自己肯定感小学校

●いじめはどんな理由があってもいけない

●難しいことでも失敗を恐れずに挑戦する

●人の役に立つ人間になりたい

大東市 71.1

全　国 72.5

大東市 96.8

全　国 96.8

大東市 93.3

全　国 95.1
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市の
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  学習状況調査結果
授業の様子中学校

●授業では、課題を自分で考えて取り組んだ

●学習した内容を見直し、次の学習につなげた

●自分の考えを伝えるために工夫して発表した

大東市 79.9

全　国 79.2

大東市 72.7

全　国 74.7

大東市 66.2

全　国 63.3

自己肯定感中学校

●いじめはどんな理由があってもいけない

●難しいことでも失敗を恐れずに挑戦する

●人の役に立つ人間になりたい

　市では「学び合う」授業づくりに取り組んでいます。教
員が児童・生徒の個々の教育的ニーズを把握し、丁寧に関
わることで、仲間との交流を通して自分たちで課題の解決
に取り組み、自らの考えを表現できる力をつけることをめ
ざしています。

学力向上の取り組み

大東市 96.6

全　国 96.4

大東市 68.2

全　国 67.1

大東市 93.2

全　国 95.0

「図書館を使った調べる学習コンクール」
入賞作品決定

　市立図書館が主催する大東市「図書館を使った調べ
る学習コンクール」が開催され、今年度の入賞作品が
決定しました。今回は、小学生の部、中学生の部、大
人の部を含めて1,117点の作品が集まり、選考の結果、
44点の入賞作品が選ばれました。
　コンクールの表彰式典は、新型コロナ対策として、
11月13日にサーティホールで、11月19日に西部図
書館で開催され、市長賞はじめ、各賞の授与が行わ
れました。
　表彰された上位17作品は、全国コンクール（（公財）
図書館振興財団主催）に出品されます。
　今後もぜひ図書館を活用して、「分からないこと」
や「知りたいこと」を調べる楽しさを知り、新しい発
見を重ねてください。
　受賞者は次の皆さんです（順不同・敬称略）。

【市長賞】
小学生 低学年の部
　田中朔也（住道北小）
小学生 中学年の部
　中江美綺（深野小）
　太田英佑（氷野小）
小学生 高学年の部
　泉谷悠花（深野小）

【市議会議長賞】
小学生 低学年の部
　岡村紗奈（三箇小）
小学生 中学年の部
　藤本仁（住道北小）
小学生 高学年の部
　佐川結希子（四条北小）
　米澤奏太朗（住道北小）

【教育長賞】
小学生 低学年の部
　野口素生（泉小）
　山﨑莉央（南郷小）
小学生 中学年の部
　村田野々花（三箇小）
　奥村ななみ（深野小）
　西井柚鈴（住道北小）
小学生 高学年の部
　七森亮介（住道北小）
　児玉向日葵（住道南小）
　河村あこ（四条北小）
　井手明穂（泉小）

【図書館特別賞】
小学生 低学年の部
　仁志文郁（南郷小）
　濱﨑梨那（諸福小）

小学生 中学年の部
　蒲田耀介（深野小）
　鶴田紗千（諸福小）
小学生 高学年の部
　高見心々夏（灰塚小）
　山本みのは（四条北小）
　島野莉央香（泉小）
　中江美結（深野小）
　岩佐幸春（南郷小）

【優良賞】
小学生 低学年の部
　野村杏奈（灰塚小）
　上山壮太（深野小）
小学生 中学年の部
　安井未来（四条小）
　山田希衣（深野小）
　中橋雪乃（北条小）
　宮川心寧（北条小）
　森上皓介（北条小）
　樋口幸江（氷野小）
　竹田実央（住道北小）
小学生 高学年の部
　井本華来奈（灰塚小）
　濱﨑仁透（諸福小）
　柿木祐希（四条小）
　足立優翔（四条小）
　伊原雪乃（諸福小）
　鶴田壮真（諸福小）
　星野姫奈（四条北小）
　木村桃菜（四条北小）

【奨励賞】
中学生の部
　上杉錦（深野中）

市長賞受賞者の皆さん

問生涯学習課☎870・9686
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固定資産税
71億5,100万円
個人市民税
57億9,400万円

法人市民税
9億5,700万円

その他（滞納繰越分含む）
28億4,300万円国・府支出金

176億8,300万円

地方交付税
61億9,800万円

譲与・交付金
38億6,900万円

市債
29億5,500万円

繰入金
11億6,600万円

その他
53億7,600万円

義務的経費
260億400万円

人件費
58億9,300万円

扶助費
162億1,800万円

公債費
38億9,300万円

投資的経費
32億7,000万円

繰出金
49億4,800万円

物件費
86億5,100万円

その他
96億8,500万円

市税
167億4,500万円

歳入（収入） 合計539億9,300万円

歳出（性質別に分けた支出） 合計525億5,900万円

大東大東のの
お財布事情お財布事情

◇表1　令和3年度各会計決算額 （単位：千円）

会計名 歳入総額
（A）

歳出総額
（B）

翌年度に繰り
越すべき財源

（C）
実質収支

（A-B-C）
普
通
会
計

一般会計 53,992,970 52,558,780 8,964 1,425,226 

特
別
会
計

火災共済事業 12,176 9,056 0 3,120 
2駅周辺整備事業 19,876 19,876 0 0 

普
通
会
計
外

国民健康保険 14,971,280 14,219,641 0 751,639 
交通災害共済事業 18,057 14,139 0 3,918 
介護保険 10,571,607 10,411,416 0 160,191 
後期高齢者医療保険 1,829,297 1,805,457 0 23,840 

合計 81,415,263 79,038,366 8,964 2,367,934
※合計額について、端数処理の関係から内訳の計と合計が一致しない場合があります

◇令和3年度一般会計決算内訳

令和3年度 決算

決
算

　表2では、「一般会計」の歳出を、目的別に市民
1人当たりの支出額に置き換えているよ。令和3年
度は子育て世帯などへの臨時特別給付金の給付も
あったし、民生費の金額が多くなって
いることが分かるね。

◇表2　市民1人当たりの支出
目的 1人当たり

の支出額 主な内容

民生費 209,926円 社会福祉（高齢者、障害者、子ども、生
活保護など）のための費用

土木費 56,685円 道路、橋、公園などの建設や維持のた
めの費用

総務費 50,663円 市政運営のための事務費や財産の維
持管理、選挙などに掛かる費用

教育費 37,916円 小・中学校の施設の整備、文化事業、
スポーツ事業などの教育関係の費用

衛生費 33,124円
健康増進、予防接種、環境保全やごみ
処理など、健康や衛生環境を保持する
ための費用

公債費 33,026円 市が建物を建てたり、事業を行う際に
借り入れたお金を返す費用

消防費 11,687円 消火活動をはじめ、災害が生じた場合
の被害を軽減するための費用

議会費 2,624円 市議会運営に掛かる費用

その他（商工
費、 農林費） 10,174円 商工業、労働、農林業に掛かる費用

計 445,825円

※令和4年3月31日現在の総人口（117,891人）で計算しています

市民1人当たりに使われたお金は

４４万５,８２５円でした。

令和3年度決算

※ 合計額について、端数処理の関係から内訳の計と合計が一致しない場合があります

　まずは、入ってきたお金（歳入）と支払った
お金（歳出）の総額を見てみよう。
　表1では、一般会計と6つの特別会計別に歳
入と歳出の額を示しているよ。令和3年度一
般会計は昨年の10億8,700万円の黒字から大
幅に増加し、14億2,500万円の黒字だったんだ。
　ちなみに令和3年度は特別会計も含めた全
会計で赤字はなかったよ。
　下にある円グラフで、「一般会計」の性質ご
との使い道を見てみよう。

表１、円グラフについて

毎年、広報誌の６月号と１２月号で
市の財政状況をお知らせしています。

　こんにちは！ダイトンです。
市ではみんなに納めていただ
いた税金を1年間どのように使
ったかを「決算」として明らか
にしているよ。
12月号では、その決算の内容
から市の財政状況がどのよう
になっているのかを一緒に見
ていこう！
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問財政課☎870・0405

 （単位：千円、％）

会計名 予算額 歳入 歳出
収入済額 執行率 支出済額 執行率

一般会計 54,918,729 22,614,597 41.2 20,324,012 37.0

特
別
会
計

国民健康保険 15,501,504 6,371,843 41.1 5,548,940 35.8
交通災害共済事業 24,915 4,192 16.8 4,796 19.2
火災共済事業 36,638 3,339 9.1 7,177 19.6
介護保険 10,788,569 5,661,806 52.5 4,432,096 41.1
後期高齢者医療保険 1,934,032 657,640 34.0 516,321 26.7
2駅周辺整備事業 19,846 0 0.0 9,926 50.0

合計 83,224,233 35,313,417 42.4 30,843,268 37.1
※予算額、収入済額、支出済額には、前年度からの繰越を含みます

令和4年度各会計の予算執行状況

今年度の上半期（9月30日現
在）までの予算の動きだよ。

　市ホームページの財政課のページでは、中期財政収支見通しや、全国レベルで財政状況を
比較した「財政状況資料集」など、より詳細な資料を掲載しています。ぜひご覧ください。

令和3年度健全化判断比率
大東市の
比率など

早期健全化
団体

財政再生
団体

実質赤字
比率

福祉、教育、まちづくりなどを行う一般会計などの赤字
の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの。 赤字なし （12.03%） （20.00%）

連結実質
赤字比率

全ての会計の赤字や黒字を合算し、赤字の程度を指標化
し運営の深刻度を示すもの。 赤字なし （17.03%） （30.00%）

実質公債費
比率

借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化
し、資金繰りの危険度を示すもの。 6.5％ （25.0%） （35.0%）

将来負担
比率

一般会計などの借入金（地方債）や将来支払っていく可能
性のある負担などの現時点での残高の程度を指標化し、将
来、財政を圧迫する可能性が高いかどうか示すもの。

算定なし （350.0%）

大東市は全ての指標で
基準をクリアしているよ。

　財政破綻を未然に防ぐことを目的とした法律（財政健全化法）があって、財政の健全度を診断
する4つの指標を、市民の皆さんに毎年公表することが義務付けられているんだ。令和3年度は
令和2年度より実質公債費比率は悪化しちゃったんだ。でもこれは、一般会計から繰り出してい

る下水道事業会計において借入金の利率見直しの予定（借換え）があったけど、借換えを行わずに将来負担の軽減のため
一括して借入金を返済したからなんだよ。だから市債（借入金）の現在高が昨年度より大きく減ることになったよ。

市のお財布の
健康診断

会計区分 令和4年9月30日現在※1 令和3年9月30日現在※2 増減額
一般会計 318億6,100万円 327億9,300万円 ▲9億3,200万円
２駅周辺
整備事業
特別会計

1億4,700万円 1億6,700万円 ▲2,000万円

合計 320億800万円 329億6,000万円 ▲9億5,200万円
※ 一時借入金の現在高の状況は各会計とも0円です（令和4年9月30

日現在）
※1  総人口（117,551人）で計算しています
※2  総人口（118,663人）で計算しています

市民1人当たり／ 27万2,287円（昨年より5,478円減）

市債の現在高

　市の借金のことを「市債」と言うよ。借金というとよ
くないイメージがあるけど、そうではないんだ。
　みんなが使う公共施設や道路の整備をするときに、
全てをその年の税金などで賄ってしまうと、他の必要
な仕事やサービスができなくなってしまうんだ。そこ
で市債を発行して分割払いにすることで、毎年の財政
負担を平準化させて世代間の公平性を保ち、ほかの行
政サービスなどにもお金を使えるようにしているよ。

市債って何だろう？

これからも健全な財政運営を行います

市の財産

　市の貯金のことを「基金」と言うよ。基金には、使い
道が決まっている特定目的基金と、財源不足を補う財
政調整基金があるよ。
　特定目的基金の中には公共施設や学校、市営住宅な
どの整備や、学校教育のためなどさまざまな目的のた
めの基金があるんだよ。その中でもふるさと振興基金
は災害対策や子育て支援の充実、まちづくりなどさま
ざまな市民サービスの向上に使われているんだ。

基金ってどういうもの？

令和4年9月30日現在

土地

976,206㎡（令和4年3月31日より101,540.5㎡増）
増減内容：
行政財産（大東寺川住宅・大東北新町住宅・大東南郷
住宅）の大阪府からの取得による増 101,643.81㎡
普通財産の処分（売払い）による減 103.31㎡

建物
388,258㎡（令和4年3月31日より95,807.79㎡増）
行政財産（大東寺川住宅・大東北新町住宅・大東南郷住
宅）の大阪府からの取得による増 95,807.79㎡

財政調整基金 49億5,900万円（令和4年3月31日より2億3,800万円増）
その他の基金 162億6,600万円（令和4年3月31日より17億6,800万円増）
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令和4年分　所得税及び復興特別所得税

還付申告相談会場のご案内

所市民会館（キラリエホール）
対市内在住の年金・給与所得者で、事前に送付された「相談予約券」をお持ちの人
※定員に達しない場合、当日券を配付することがあります

来年2月8日㈬・9日㈭・10日㈮　午前9時３0分〜午後３時

　新型コロナ対策のため申告相談会場は事前予約制とし、相談は近畿税理士会の税理士が行います。

相談予約券の申込方法

　はがき・封書による申し込み ※はがきなど1通につき1人のみ有効　

申込方法
左の還付申告相談会場事前予約申込票を使って、はがきなどに「住所」「氏名」「生年月日」
「日中連絡可能な電話番号」「申告内容」「相談希望日（第1希望、第2希望）」を記載して郵送
してください。

送付先 〒574‐8555谷川1‐1‐1　大東市役所課税課市民税グループ

申込期限 来年1月11日㈬必着

　ファクスによる申し込み ※ファクス1件につき1人のみ有効　

申込方法
左の還付申告相談会場事前予約申込票または白紙の用紙に、「住所」「氏名」「生年月日」
「日中連絡可能な電話番号」「申告内容」「相談希望日（第1希望、第2希望）」を記載して送
信してください（白紙の用紙で送信される場合は、件名として「還付申告相談会場事前
予約」と記載してください）。

送信先 FAX 870・9262　大東市役所課税課市民税グループ

申込期限 来年1月11日㈬受信分まで

※1月下旬ごろ、封書で門真税務署から「相談予約券」を送付します。
　なお、定員を上回る申し込みがあった場合は抽選を行い、抽選結果は申込者全員に送付します。

門真税務署からのお知らせ

注意事項
●相談時間の指定はできません。
●予約状況および抽選結果のお問い合わせなどについては回答できません。
●相談予約券のない人は、原則申告相談はできません（当日券はない場合があります）。
●当会場では次の相談は行いません。
　＊事業所得、不動産所得、譲渡所得（株式・土地・建物など）、先物取引（ＦＸ取引を含む）
　＊消費税、贈与税、相続税 ＊すでに提出済の申告書の訂正
　＊亡くなられた人の申告  ＊令和3年分以前の申告
●完成している申告書の提出の場合は、予約の申し込みは必要ありません。開設期間中随時受け付けます。

問課税課☎870・0418、門真税務署個人課税第一部門☎06・6909・0181（代表）

ご自身での申告書作成が
困難な人に利用していただ
けるよう皆さんのご理解・
ご協力をお願いします。
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※個人情報が見える状態が気になる場合は、封書でお申し込みください

確定申告書の作成は自宅などで
「国税庁ホームページ」の

「確定申告書等作成コーナー」から
   確定申告 検索

●確定申告会場に行く手間がかかりません。
● �確定申告期間中は24時間いつでも利用できます。
● �画面の案内に従って金額などを入力するだけで、
申告書を作成することができます。

e-Taxを利用するには…
マイナンバーカードとマイナンバー読み取り機能付きの
スマートフォン（マイナンバー方式）
マイナンバー方式によるe-Tax送信をする場
合には、対応するスマートフォンがあれば、
ＩＣカードリーダライタは必要ありません。
または
ＩＤ・パスワード（ＩＤ・パスワード方式）
税務署や申告会場で職員との対面による本人確認後、
ＩＤ・パスワードを原則即日発行します。

（申告する本人が、免許証などの顔写真付きの本人確認
書類をお持ちください）

※�印刷して郵送などで税務署に提出することもできます

対応のスマホ
一覧はこちら

住　　所

〒

大東市

フリガナ

氏　　名

生年月日 明・大・昭・平　　　　年　　　月　　　日

（日中連絡可能な）

電話番号
申告内容（該当するものに〇をつけてください）

給与所得　・　年金所得　・　その他所得（総合配当・一時・雑）

雑損控除　・　医療費控除　・　寄附金控除　・　住宅借入金控除

相談希望日（時間の指定はできません）

第1希望 　　　月　　　日 □希望なし
（いずれの日も可）第2希望 　　　月　　　日

令和4年分　所得税及び復興特別所得税
還付申告相談会場（大東）事前予約申込票

感染症対策にも

問学校管理課☎870・9102

成長を支える学校給食！

このコーナーでは、市教育委員会が力を入れている
取り組みについて、あまり知られていないけれど、
「実はここがすごいんですっ！」というところを紹介
します。

●みんなそろって“いただきます”
　市立中学校では、栄養バランスに配慮した給食をランチボックス方式
で提供しています。
　市の栄養士と中学校の栄養教諭が、栄養価や食育の観点から献立を作
成し、地産地消、旬の食べ物も取り入れ安全安心な食材を選定していま
す。工場で調理されたおかずは、一食ずつ盛り分けられ一度冷却した後、
学校まで配送され、各校のスチームコンベクションオーブンで蒸気によ
り温められます。
●お弁当箱の色が、食欲をそそる色合いにチェンジ
　中学校給食用のお弁当箱の色が、クリーム色（主食用）とメロンオレン
ジ色（おかず用）に変わり、新しくなりました。暖色系の色は、食欲を増
進する色と言われています。
●献立には何が入っているのかな？
　「中学校給食だより」に献立を掲載して
いますのでご覧ください。

ここが 腕    の見せどころ
大東市教育委員会

大東市食育キャラクター
トマッピー

中学校給食
献立表

動画 「＃中学校
給食食べてみた」
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上下水道局上下水道局からのからのお知らせお知らせ

（用語説明）　 ● 損益計算書は令和４年度上半期にどれだけの利益または損失が生じたかを表したものです。
　　　　　　●  貸借対照表は上半期末の財政状態を示したもので、事業運営で得た「資産」、事業運営のために必要とした借入金などの「負債」、

事業運営における元手を意味する「資本」で構成されています。
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貸借対照表

資産
13,245,210

負債・資本
13,245,210
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1,000,000

1,200,000

収入計
927,537千円 － 1,023,748千円　＝

支出計
△96,211千円
純損失

損益計算書
（令和4年4月1日～9月30日） （令和4年9月30日）

収入
927,537

支出
1,023,748

（単位：千円） （単位：千円）

給水収益
838,147

（90.36%）

加入金
20,450

（2.21%）

資本金
8,116,676

（61.28%）

負債
4,321,404

（32.63%）

剰余金
807,130

（6.09%）

固定資産
10,313,849
（77.87%）

流動資産
2,931,361

（22.13%）
その他
収益

37,842
（4.08%）

長期
前受金
戻入

31,098
（3.35%）

純損失
96,211

受水費
463,536

（45.28%）

物件費
227,628

（22.23%）

減価
償却費等
209,153

(20.43％)

企業債利息
16,965

（1.66%）

人件費
106,466

（10.40%）

水道事業業務表（令和4年4月1日～9月30日）
令和4年度上半期 前年度比

給水人口 117,791人 △ 1, 120人
給水戸数 57,810戸 273戸
普及率 99.9％ －
配水量 6,407,165 ㎥ △ 128,814 ㎥

　令和4年度の上半期は、コロナ禍における物価高騰
などに直面している市民や事業者の皆さんの負担を
軽減するため、水道料金の基本料金の無料化を実施し
たことにより、収入の合計が前年度比16.5%減の9億
2,754万円となりました。支出の合計は前年度比0.5%
減の10億2,375万円となりました。その結果、令和4
年度の上半期は9,621万円の純損失となりました。
　今後もより一層の効率化と経費節減を図り、安定給
水の推進に努めてまいります。

水道事業の業務状況
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収入計
1,729,311千円 － 1,667,909千円　＝

支出計
61,402千円
純利益

損益計算書
（令和4年4月1日～9月30日） （令和4年9月30日）

収入
1,729,311

支出
1,667,909

（単位：千円） （単位：千円）

下水道
使用料
720,490

（41.66%）

他会計
負担金
14,667

（0.85%）

資本金
16,375,739
（29.73%）

負債
34,997,202
（63.53%）

剰余金
3,712,685
（6.74%）

固定資産
54,228,007
（98.44%）

流動資産
857,619

（1.56%）

その他収益
1,521（0.09%）

長期前受金
戻入

280,912
（16.24%）

純利益
61,402

流域
下水道
管理費
375,831

（22.53%）

雨水処理
負担金
711,721

（41.16%）
減価

償却費
1,012,950

（60.73%）

企業債利息
176,940

(10.61％)

企業債利息
176,940

(10.61％)

その他
支出

102,188
（6.13%）
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　令和4年度の上半期は、収入の合計が前年度比1.0%
減の17億2,931万円となり、支出の合計が、1.4%減の
16億6,791万円となりました。その結果、令和4年度
の上半期の純利益は6,140万円となりました。
　下水道事業では一層の経営合理化を図りながら、施
設の老朽化・耐震対策、浸水被害軽減に取り組んでま
いります。

下水道事業業務表（令和4年4月1日～9月30日）
令和4年度上半期 前年度比

水洗済戸数 55,836戸 388戸
水洗済人口 113,791人 △ 804人
有収水量 6,066,229 ㎥ △ 105,021 ㎥

下水道事業の業務状況

問上下水道局総務課☎871・1191
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大災害時でも
温かいお風呂に入りたい！
ライフラインが途絶した状況下でも入浴を提供

　大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合 大東四條畷
支部と「災害時における公衆浴場等の被災者支援
の協力に関する協定」を締結しました。
　大災害が発生するとライフラインの復旧に多
大な時間と労力を要することが想定されます。
この協定は、インフラが機能しない混乱状況下に
おいても、温かいお風呂を提供することにより、
公衆衛生の維持だけでなく、災害に見舞われた
人々へ心身のやすらぎを感じていただき、精神的
ダメージを軽減することを狙いとしたものです。

問危機管理室☎889・1511

市議会SNSはじめました！

Instagram Twitter
　市議会に興味を持ってもらえるよう、関連する
イベントの写真などを掲載します。

　市議会を身近に感じてもらえるよう、会議の
種類や内容の紹介などをしています。

問議会事務局☎870・0763

市では、＃ヒラカレタ議会の推進に向けて、SNSで情報を発信しています！
ぜひ、ご活用ください。

「四季で感じる大東の魅力」 
秋編・冬編・四季ダイジェスト版を公開中！

　ドローンを駆使して撮影された本
動画は、紅葉で彩られた飯盛山の風
景や、大東市スマイルミネーション、
キャンピィだいとうでのキャンプフ
ァイヤーなど、大東ならではの秋・
冬の魅力を紹介しています。先に公
開されている春編・夏編と合わせて
ぜひご覧ください。

問都市魅力観光課☎870・0442 

冬編

秋編

動画
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